
第4章　意識と理解の問題

論理的な流れ 解決策

下流老人たち当事者が、自分

からは声を上げられない状況

にあるからだ。

日本社会の貧困が見えにくい、

見えにくくされている。

生活困窮者に対する批判が

なくならない背景には、多くの

人が貧困に対して現実感を

持っていないことがある。

総合的に、そして具体的に、解

決策を考えていく必要がある

これらの一つのことにだけ注

目した要求や二者択一的な

議論は、誤る／悪影響をもた

らすことが多い。

種々の社会問題、特に貧困の問

題は、蜘蛛の巣のようにあらゆる

方面にリンクしている

私たち自身の考えや価値観を変

える必要がある。

このようなわたしたちの意識が、

下流老人の問題を悪化させてい

る

その背景には、私たちの「無自

覚」、「無理解」の問題がある。

生活困窮者の支援に対して、否

定的・反対の意見が多く寄せら

れる。

日本で高齢者の下流化が進んで

おり、今後も増え続けることは、明

らかである。

それなのに、なぜ、何の対策も講じ

られていないのか？

例えば、「自立していないこと」

「他者や地域に依存すること」

を”悪／恥”だと見なす（一般的

な）意識がある

「生活困窮に陥った理由は本人

の責任だから、救済する必要な

どない。」

「税金のムダ使いである。」

「こういう人間は強制労働させれば

よい、安楽死させたらよい」などの

暴言も。

当たり前だが、「貧困は罪ではな

い」

これらの差別は、自分たちや親し

い人たちにも及ぶことを知るべきだ。

「国に金がないのだから、高齢者

に我慢してもらうしかない」

これらの差別意識が大きな問題で

ある。極端には選民思想につなが

る。

国民の関心事は、多岐にわたる

（子育て支援、経済成長、医療、年

金、…）。
「下流老人の支援より、子どもの支

援を優先させるべきだ」など

わたしは他の政策が重要ではない

というつもりはない。

他の重要な政策とも優先度を冷静

かつ客観的に比較しつつ

「では下流老人の対策をどうする

のか」を考えよう。

予算をどのように、どんな規模で

投入して、どんな解決策を講じて、

取捨選択していくか。

根気強くシミュレーションしていくほ

かない。

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (3) 「誰もがなり得る下流老人」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 11.23)

第4章 「努力論」「自己責任論」があなたを殺す日

生活困窮者の支援活動に対する

否定的意見（国民中のかなりの人

の意識）

生活困窮者/下流老人自身の意識

や振舞い

拠り所とすべき基本的な考え方

行政の現状、対応

今後の方向への考察

「個人的感情」に立脚しすぎている

ことが多い

大多数の国民がいまだ中流

のイメージを引きずっている。

まず、周囲の人々、高齢者やそ

の家族の状況を見渡してみてほ

しい。

貧困に関連する出来事や事件は、

いまも身近で起こっている。

それにもかかわらず、貧困は見え

にくい。

「助けてくれ」と声を上げる人々

が身近にたくさんいたら、いまよ

りもっと対策を講じやすい土壌

になるだろう。

しかし、そうなっていない。

[1]  貧困が見えにくい

[0]  はじめに： 問題の状況と方向の概要

論旨の補足(中川)
一般的な記述

基本的人権の意識・理解が大事

貧困は社会システムが作り出して

いる。 だから社会として解決する

必要がある。

こういう意見は、高収入の人

だけでなく、低収入の人から

もある。

そして、それらの事項は複雑に関

連している。

貧困状態のある高齢者たちは、

「静か」だ。

そして誰にも相談できないまま、

周囲が気づいたときには手遅

れになっているケースが多い。



社会保障を受けることは

「甘え」でなく、「権利」で

あるという、認識の変革

が必要である。

海外先進諸国では、社会保障を

受けることは「甘え」でなく、「権

利」として浸透している。

資本主義社会では失業や貧困

に至る人々がいることを想定し

て、社会保障制度などを確立し

てきた。

下流老人も、「できるだけ、生活

保護を受けたくない」という気持

ちがあり、限度を超えた我慢をし

ていることが多い。

日本では、生活保護などに依

存することは「甘え」であり、そ

れを罪悪／恥と考える風潮が

ある。

自由主義社会では、貧困は”宿

命” である。

だから、下流老人の問題は、そもそ

も社会保障制度や社会システムの

不備の問題、と認識する必要がある

日本社会が下流老人を大量に

作り出している。下流老人の問

題は、本人や家族だけの問題で

はない。

この意識が、下流老人や生活

困窮者への蔑視、差別、バッシ

ングにつながっている。

この意識は、下流老人の当事

者にも存在している
「貧困に陥ったのは「自己責

任」だ、という意見は多い

これは、「相対的貧困」ということを理解していない、

見当違いの議論である。

日本では、貧困に対する社会

的な理解が、相当に遅れてい

る。

「絶対的貧困」は、誰が見ても

肉体や生命の維持に必要な

条件が欠けていること。世界

の難民や孤児には、このよう

な例が見られる。

「相対的貧困」は、「共同体の大多

数と比べて」著しく生活水準が低い

こと。

国が違えば、物価も貨幣価値も、

生活に必要なものも、まるで違う。

だから、「相対的貧困」の考え方が

大事。

「世界の難民や孤児のことを

考えれば、日本の下流老人は

まだ大丈夫だ」 と言った意見

「貧困に陥ったのは「自己責

任」だ。

日本では、他者や制度に依存

することは「甘え」であり、それを

罪悪と捉える風潮がある。

海外の先進諸国では、生活保護

が必要なレベルの人で、保護を受

けている人の割合は、ずっと高い。

（ドイツ64%、フランス91%など）(日本

15～30%)

「権利」としての意識が広

がっていれば、貧困に陥っ

ても、死に至る確率を小さ

くできるし、自分や周囲を

責めずに済む。

「生活保護には頼らない」というプ

ライドがあってもよいが、それが邪

魔をして生活保護を受けられない

のは異様である。

そこまでの忍耐や我慢をして命を

削ることを、「美徳」と捉えるわけに

はいかない。

「自己責任だから、忍耐すべきだ、

甘えはダメだ。」

「貧困に陥ったのは「自己責任」

だ。だから生活保護を受けるの

は「甘え」だ」

「下流老人の貧困も「自己責任」

だから、社会的な解決策を講ずる

必要はない」

[２]  貧困の理解(「絶対的貧困」と「相対的貧困」)

[３]  貧困は自己責任か？---貧困が起きることは、自由主義社会の宿命である

[４]  社会福祉（生活保護)を受けるのは「甘え」だと考える風潮。--- 憲法に保証された権利である

だから、救済などする必要は

ない。

この問題は、本人や家族だけの問

題ではない。

自由主義社会(競争社会)にお

いては、貧困は”宿命” (必然）

と言える。

富めるものがいれば、相対的

に必ず貧するものが生まれる。

どんな社会でも、常に働ける

人々ばかりではない。働けない

人が存在する。

失業率が 0になることはない。

「こんな老後を迎えたのは、やっぱ

り自分にも責任がある」と自分を責

める人が多い。

また本人が「いまの状況を恥ずか

しい」と思う気持ちも強い。

誰でもが、下流老人に陥るリスク

を負っている。(第3章参照)

現在の日本社会は、特に、多数

の下層老人を生み出しており、今

後ますます増大する恐れがある。

(第1章参照)

本人や家族だけの責任に帰すべ

きことでないし、解決できることで

はない。

この意識は、日本人に広く存

在する。

下流老人が「社会に助けを求め

る」という発想自体を持てない。

下流老人たちが声を上げにくい雰

囲気が醸成されてしまっており、

「声を上げられない」状況にある。

このように認識を変えることが大事

である。

「貧困に苦しむ人々には救済を行

い、助け合いながら社会を維持・

発展させて行こう」というのが基本

精神。

この大元は、「基本的人権」の思想

であり、それを守る(憲法をはじめ

とする) 諸制度である。

この考えでは、日本の社会の貧困

はよくならない。貧しい人々は救済

されない。

例えば：
下流老人の問題は、「相対的貧

困」が主体であるため、貧困が見

えにくい。このことを広く認識する

必要がある。

このような意識は、下流老人にも

広がっているから、「できるだけ、

生活保護を受けたくない」という気

持ちがあり、我慢をしていることが

多い。



ほとんどの高齢者、特に下流老

人は、このような福祉制度をよく

知らず、利用できていない。

生活保護者の補足率は、おおむね

15～30%しかない。

（厚生労働省の調査による）

とはいえ、下流老人問題に対応する日本

の社会保障や社会福祉制度がまったく

整っていないわけではない。

日本社会には、生活保護に対

する偏見や差別、無理解が、

広く存在する。

生活保護受給者の実情は、人

間らしい最低限度の生活を送

ることが困難な状況。

憲法は「健康で文化的な最低

限度の生活」を国民に保証して

いる。
生活保護の水準をもっと下げ

ようという意見：

国民の生活の保証は、税の

本来的な使い道である

税の本来の意義： 国民の生活

の保証、富の再配分
よくある批判： 「生活保護は税

金のムダ使いだ」

「自分が毎日必死で働いて何とか

給料を得ているのに、自分が払っ

た税金で、何もしていない人間を

養う必要などない」

この意見は、税金のあり

方を誤解している。

憲法第25条は、基本的人権の

一つとして、「健康で文化的な

最低限度の生活」を国民に保

証している。

このラインを下回る救済（保障）は、

原理的に認められていない（憲法

は認めていない）。

生活保護基準とは、この基準を明

文化したものだ。

「今の生活保護基準は高すぎ

る、もっと低い水準の救済で十

分だ」

実状は、生活保護基準が段階的

に引き下げられており、憲法が保

証する「健康で文化的な最低限度

の生活」を送れていないケースが

増えつつある。

生活保護受給者から起こされてい

る生活保護裁判は、近年非常に多

い。

生活保護を受給しても、人間らし

い最低限度の生活を送ることが困

難な状況になりつつある。

この議論は個人的な感情に

依存しすぎている。

税金は本来、「国民の「健康で豊

かな生活」を実現するために、国

や地方公共団体が行う活動の財

源となるもの」である。
これに照らせば、生活保護に

よる国民の救済は、税金の使

い道の本義である。

税の第一義的役割は、富の再分

配にある。
この税金の存在意義を私たち

は理解しなければならない。
「税金を沢山使うものは”悪”であり、

容認しがたい」

「（生活保護等の援助は） 税金の

ムダ使いだ」

日本の社会保障制度は使いにくいものが

多いが、それでも声を上げれば使えるも

のがある。

社会福祉制度は、（専門家でも全容を把握

しきれないほど）広範で複雑にできている。

生活保護が必要なレベルの人たち

(下流老人など)でも、生活保護を

受けている人の割合が少ない。

[５]  生活保護は税金のムダ使いか？--- 税金の本来の意義

[６]  生活保護の水準は？ --- 憲法が保証している「健康で文化的な最低限度の生活」

[７]  日本の社会福祉制度 --- あるのによく知られていない、使われていない

生活保護を利用している人の「捕

捉率」＝（利用している人数）／（保

護が必要な人数）

富める者から、貧しい者、必要とす

ることに、富を再配分する。

下流老人の側が、隠れていて姿を

見せないという問題がある。

現状に照らせば、「もっと低くせよ」

という言葉には明らかな人権侵害

があり、貧困の人々に対する差別

がある

働けない人々に対して支払う保証はどの程

度が妥当なのか、という論点は大事。

行政における生活保護基準の

状況：

社会保障制度を一般国民、特に

生活困窮者に広く知らせる、理

解してもらうことが大事

しかし、一般国民も、特に高齢者は、この

ような福祉制度をよく知らない。 どうして、広く知られていないの

か？利用されていないのか？



「何かを優先して、何かを削ると

いうことは仕方がない」

単なる予算の取り合いや総花で

はなく、輻輳・連鎖している多領域

の貧困問題を、総合的に考えて多

領域で連携した施策・解決策を構

築するべきである。

国としては、限られた財源の中で

必要なものから優先順位をつけ

て予算処置をしていく。

各領域別に問題が矮小化され、

その領域のみの主張が行わ

れて、互いに争うことが起こっ

ている。

生活保護受けることでバッシン

グや差別を受けることがあると、

必要な人でも申請したがらない

ことが増える。

国民に社会福祉制度を広く知らせ

る努力を、国は積極的にしていな

い。

事態を悪化させている理

由の一つは、行政のスタ

ンスにある

本人が相談や申請の意思を

持って所管する窓口に現れな

いと、その施策を利用できな

い。

社会福祉制度の利用抑制のた

めに、申請主義がとられている

面がある。

行政は、「言わなければ何も教え

ない、助けない」というスタンスで

ある。

この状況は、こうした行政のスタン

スが招いている。

支援施策のほぼすべてが、「申請

主義」を採用していることが、事態

を悪化させている。

この種の議論が危険なのは、二者

択一の発想であり、領域ごとの（予

算などの)奪い合いとなり、全体の

エネルギーが消耗される。

例： 「高齢者よりも、シングル

マザーや子供の貧困を救う方

が先だ」など

実は、貧困問題を扱う支援団体

や福祉行政では、少ない予算

をめぐって奪い合いが始まって

いる(続いている)。

日本社会には、貧困の問題だけでも、子

どもの貧困、障害者の貧困、母子世帯、

若者の貧困、高齢者の貧困など、多くの

領域で問題がある。

これらの議論は、もっともらしく聞こ

えるが、本質的に間違いである。

そうは言っても、財源は限られてい

る。

だから、少ない財源でどこから救

済していくかという、政策の議論に

なる。

現実問題として、緊急度に応じて

ある程度の優先順位づけがなされ

ることは、しかたがない。 困っているものは皆一様に救うべ

き者なのだ。一部だけ救い、他は

救わないという発想ではよくない。

「困っているものを皆一様に救うと

いうのは、財源が豊富にあるとき

の理想論だ」

その理想を追求するのが政治、そ

してわたしたちの役割である。

子供、若者、高齢者、と「連鎖」して

いくのが貧困問題である。

それゆえ、教育、福祉、介護と、異

なる分野が連携して横断的な施策

を打ち出さなければならない。

そうでないと本質的な解決は見込

めない。

[８]  日本の福祉行政のスタンスの問題 --- 「本人が言わなければ、教えない、助けない」

[９]  「下流老人よりも、子どもが先」か？--- 個別視野の議論による財源の奪い合いの弊害

[10]  解決するべき方向の考え方 --- 領域を跨る総合的な政策とその中の各領域の解決策

下流老人たちは、「声を上げられな

い」状況にある。

下流老人が「社会に助けを求め

る」という発想自体を持てない。

種々の社会問題、特に貧困の

問題は、蜘蛛の巣のようにあら

ゆる方面にリンクしている。

これを前提にして、包括的な施

策(解決策)を考えるべきである。

この行政のスタンスを変

える／変えさせること。

それが問題解決の大き

な、根本の鍵である。

包括的、総合的な方針・ビジョンの

中で、実際的な施策と具体的な解

決策を作っていく。


